
 

OP27 の都市と地域のガイド 
都市と地域は、気候変動枠組条約第27回締約国会議(COP27)に出席するために、エ
ジプトのシャルム・エル・シェイクに向かっています。これらのリーダーは、COP27 
議⻑国、エジプト住宅省、マラケシュパートナーシップ、LGMA パートナーと協⼒
して、スコットランド政府が主催する COP27 のブルーゾーンにあるLGMA マルチ
レベル アクションパビリオンを⾒つけるでしょう。パビリオンの発表の詳細はこち
ら. 

 
このガイドでは、COP27 での都市と地域の 4 つのアドボカシーアジェンダ、注⽬す
べき重要なイベント、LGMA のアドボカシー活動の遺産の概要など、都市の実践者の
観点からエジプトで何が問題になっているのかについて概要を説明します。  

 
 
 
 

続きを読む 

 

LGMA COP27 の毎⽇の更新を⼊⼿する 

 
 

 

 

2022 年 11 ⽉ 7 ⽇ お使いのブラウザでこのメールを⾒ます 

https://www.cities-and-regions.org/multilevel-action-pavilion-at-cop27/
https://www.cities-and-regions.org/multilevel-action-pavilion-at-cop27/
https://mailchi.mp/iclei.org/the-multilevel-action-pavilion-is-open-join-us-985816?e=bc76c88ebe
https://mailchi.mp/iclei.org/the-multilevel-action-pavilion-is-open-join-us-985816?e=bc76c88ebe
https://talkofthecities.iclei.org/a-cities-and-regions-guide-to-cop27/
http://eepurl.com/icgEE9
https://mailchi.mp/iclei.org/inews-welcome-to-the-lgma-multilevel-action-pavilion-at-cop27?e=%5BUNIQID%5D
http://www.iclei.org/


ICLEI ネットワークからのお知らせ 
 

 

COP27で活動するアフリカの都市 

アフリカはすでに気候変動と闘うために⾏動しています
が、これらの⾏動は、より多くの資⾦へのアクセスを通
じて拡⼤する必要があります。COP27セッションの 
Urban Africa in Actionでは、アフリカの都市が直⾯する
課題に取り組み、状況に応じたソリューションを紹介し
ます。 

 

 

COP27でのイクレイ・ヨーロッパ 

ICLEI メンバーのグラスゴーで開催された COP26 で、 
#Time4MultilevelAction が実現しました。今度は、
#MultilevelActionDelivers がシャルム エルシェイク (エ
ジプト) で開催されます。 

 

 

COP27 での⽶国の地⽅指導者は、気候の緊急事
態に向けて「総⼒を挙げて」要請する 

 

ICLEI USA とその代表団は、地域レベルでの温室効果ガ
ス排出量を削減するための具体的な⾏動へのコミットメ
ントを超えた動きの証拠をもたらします。 

 

 

ローカル グリーン ディール: コミットメントか
ら⾏動へのアプローチ 

 

COP27 が間近に迫った今、グローバルなコミットメン
トをどのようにローカライズするかという問題は特に重
要です。実際、それはローカルグリーンディールに関す
る新たに発⾏されたブリーフィングペーパーの基礎とな
っています。 

 

 

COP27でのサーキュラー 

循環型開発は、地⽅⾃治体および国の政府が気候⽬標を
達成するための鍵です。COP27 で、ICLEI Circulars

https://africa.iclei.org/urban-africa-in-action-at-cop27-a-platform-for-african-urban-leaders-to-influence-the-global-response-to-the-climate-emergency/
https://iclei-europe.org/news/?c=search&uid=t6sWKsgr
https://icleiusa.org/u-s-mayors-and-local-leaders-go-to-egypt-to-urge-all-hands-on-deck-for-the-climate-emergency-at-cop27/
https://icleiusa.org/u-s-mayors-and-local-leaders-go-to-egypt-to-urge-all-hands-on-deck-for-the-climate-emergency-at-cop27/
https://iclei-europe.org/news?c=search&uid=7OLlQCJj
https://iclei-europe.org/news?c=search&uid=7OLlQCJj
https://circulars.iclei.org/update/iclei-circulars-at-cop27/
https://africa.iclei.org/urban-africa-in-action-at-cop27-a-platform-for-african-urban-leaders-to-influence-the-global-response-to-the-climate-emergency/
https://iclei-europe.org/news/?c=search&uid=t6sWKsgr
https://icleiusa.org/u-s-mayors-and-local-leaders-go-to-egypt-to-urge-all-hands-on-deck-for-the-climate-emergency-at-cop27/
https://iclei-europe.org/news?c=search&uid=7OLlQCJj


[ポッドキャスト] 準備完了、グラスゴー! 

ICLEI Europe の新しいポッドキャスト「持続可能性
のためのローカル ボイス」の最初のエピソードで 
は、グラスゴー市議会の持続可能性責任者であるギ
ャビン スレーターが参加し、グラスゴー市の持続可
能性の成功と⽋点について話し合いました。 

[動画] ⾃然に基づくソリューションはどのよ
うに共同で作成されますか? 

 
この短いビデオで詳細をご覧ください。このビデオ
は、EU Nature-based Solutions Clustering Task 
Force 4: NBS Communicators が、Task Force 6: 
Co-creation and Governance と協⼒して作成したも
のです。 

は、循環構築環境から気候緊急事態への対処まで、さま
ざまなイベントに参加します。 

 

 

 

 
 

 

COP27 への道: アーバン モビリティの前進 

ゼロ・エミッションカーのサポートにおける昨年のブレ
ークスルーの後、今年の COP は公正なアプローチを取 
り、公約から実施へと移⾏しています。 

 

 

COP27 に先⽴ち、ワークショップは気候適応の
ための⾃然ベースのソリューションに関する情報
を共有します 

 

砂漠研究センターは、エジプトにおける気候適応のため
の⾃然を活用した解決策に関する知識を交換するための
ワークショップを主催しました。 

 

 

 
 

https://iclei-europe.org/podcast/
https://www.youtube.com/watch?v=wWA2cx5y45c
https://www.youtube.com/watch?v=wWA2cx5y45c
https://sustainablemobility.iclei.org/cop27-urban-mobility/
https://nice-nbs.eu/news?c=search&uid=UVtL0WJf
https://nice-nbs.eu/news?c=search&uid=UVtL0WJf
https://nice-nbs.eu/news?c=search&uid=UVtL0WJf


 
 
国際気候アジェンダにおける都市の役割の向上にご協⼒ください。 
この⾏動を促すフレーズに参加すると、次のことができます。 

1. SURGeイニシアティブを⽀持する 
2. 11 ⽉ 17 ⽇の初の気候および都市化閣僚会議への⽀持 
3. 環境/気候変動省と都市化/インフラストラクチャ省に、より多くのリソースを
利用できるようにするよう要請してください 

 

⾏動を促すフレーズに参加する 

 

 

機会とリソース 
 

 

https://unhabitat.org/cop27-presidency-sustainable-urban-resilience-for-the-next-generation-surge
https://daringcities.org/cornerstone-3-cta/


今後のイベント 
 

 

 
 

 

 
 

リーダーはいつリードしますか︖ 
対⾯＆オンラインイベント | 11 ⽉ 7 ⽇ 
COP27のブルーゾーンにあるマルチレベ
ルアクションパビリオンで、全員⼥性のパ
ネルが印象的で、バルバドスのミアアモ
ールモトリー⾸相が参加しました。ニコ
ラ・スタージョン、スコットランドの⾸相。
ハラ・エル・サイード、エジプトの計画経
済開発⼤⾂。Ngozi Okonjo- IwealaWTO 
事務局⻑。 

 
第7回地⽅政府および都市サミット:⽣物多様性
のための⾏動 
イベント | 12⽉11-12⽇ | カナダ 

 

モントリオールで開催される⽣物多様性条
約第15回締約国会議（COP15） で開催さ
れるサミットのエキサイティングなプロ
グラムを探索してください。これは史上
初めて、専用のパビリオンを開催します。 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

#MultilevelActionDelivers COP27! 
イクレイおよび市当局 (LGMA) Constituency は、マルチレベルアクションパビリオン
を開催します。このパビリオンは、ブルーゾーンのオンラインおよび対⾯で実施され
ます。 

 

 

パビリオンを探索する 

https://bit.ly/3zvrmpl
https://cbc.iclei.org/program-7th-summit-for-subnational-governments-cities/
https://cbc.iclei.org/program-7th-summit-for-subnational-governments-cities/
https://www.cities-and-regions.org/multilevel-action-pavilion-at-cop27/
https://bit.ly/3zvrmpl
https://cbc.iclei.org/program-7th-summit-for-subnational-governments-cities/


何もしないことのコストの紹介ツール 

ボックス 11 ⽉ 16 ⽇ 13:00 ET / 10:00 PT 
 
 
第19回川崎国際エコビジネスフォーラム 

対⾯＆オンラインイベント | 11⽉17⽇ 14:00 JST | 川崎、⽇本 
 

 

LGMA COP27 ウェビナー 

ウェビナー シリーズ | 11 ⽉ 23 ⽇、10:00 および 16:00 CEST 
 
 
埼⽟E-KIZUNAグローバルサミット 

対⾯およびオンラインイベント | 11⽉22-24⽇ | さいたま市 
 

 

第 11 回アジアスマートシティ会議 (ASCC) 

オンライン イベント | 11⽉24〜25⽇ 
 

 

私達と接続 
 

 

著作権 © 2022 ICLEI - 持続可能性のための地⽅⾃治体。全著作権所有。 
これらのメールの受信⽅法を変更したいですか? 設定を更新するか、このリストから退会することができ

ます 

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZwude6rpzgoGtCergS2g21Zd1TfFVI-7gPp
https://japan.iclei.org/en/events/the-19th-kawasaki-international-eco-business-forum/
https://www.cities-and-regions.org/
https://ekizuna-global.jp/en/
https://yport.city.yokohama.lg.jp/en/city-promotion/ascc
https://iclei.us5.list-manage.com/profile?u=a3a47048051ae2f2024de7834&id=eb2a8ff6e2&e=%5BUNIQID%5D&c=1985627c65
https://iclei.us5.list-manage.com/unsubscribe?u=a3a47048051ae2f2024de7834&id=eb2a8ff6e2&e=%5BUNIQID%5D&c=1985627c65
http://www.iclei.org/
http://www.twitter.com/ICLEI
http://www.facebook.com/ICLEIWorld
http://www.linkedin.com/company/iclei
https://www.youtube.com/user/ICLEIGlobal
mailto:iclei@iclei.org
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